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第３章 分野別人権施策の推進 
 

 

１ 同和問題 

２ 子どもの人権 

３ 女性の人権 

４ 障がい者の人権 

５ 高齢者の人権 

６ 外国人の人権 

７ 患者等の人権 

８ その他の人権問題 

 

※アンケート結果の見方について 

①集計結果は、すべて小数点以下第２位を四捨五入しており、回答比率の合計が 100.0%にならない

ことがあります。 

 ②グラフ中の「ＳＡ」は単数回答設問、「ＭＡ」は複数回答設問を表しています。 

 ③グラフ中の「Ｎ」は集計対象者総数を表しています。 
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第３章 分野別人権施策の推進 

 

１ 同和問題 

同和問題の解決は、日本国憲法や教育基本法に保障された基本的人権並びに教育の

機会均等などに関わる国民的課題であり、また、民主主義確立の基本的課題でもあり

ます。 

昭和 40年（1965年）の同和対策審議会*の答申においても、同和問題の解決は国の

責務であり、同時に、国民的課題であるとされました。この答申を受けて、昭和 44

年（1969 年）には「同和対策事業特別措置法*」が制定され、国及び地方公共団体が

同和対策事業を実施する上で必要な予算措置を講ずるよう定められました。この法律

は 10年間の時限立法としてスタートしましたが、その後３年間延長され、昭和 57年

（1982年）には、新しく「地域改善対策特別措置法」と名称を変えた５年間の時限立

法に引き継がれました。 

また、昭和 62年（1987年）、同法の失効にともない「地域改善対策特定事業に係る

国の財政上の特別別措置に関する法律」が５年間の時限立法として成立、以後、平成

４年（1992 年）と平成９年（1997 年）の一部改正によるそれぞれ５年ずつの延長を

経て、平成 13年度（2001年度）末の失効を迎えるまで、15年間にわたり地域改善事

業が展開されてきました。しかし、同法の失効により、財政法上の特別対策として同

和問題は終焉を迎え、残された課題は一般施策によって解決を図ることとなりました。 

さらに、平成 28 年（2016 年）に、部落差別は許されないものであるとの認識のも

と「部落差別解消推進法*」が成立しました。法律では、部落差別の解消の必要性に

ついて国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現するこ

とを目指したもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策とし

て相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。 

この間、国、県、市では、互いに密接な連携を図りながら諸施策を積極的に推進し

てきており、これらの施策推進と地域住民の自主的な努力によって、生活環境の改善

をはじめとする物的な基盤整備はおおむね完了するなど着実に成果をあげ、さまざま

な面で存在していた格差は大きく改善されています。また、人々の同和問題について

の知的理解もすすみ、全般的には着実に進展をみているところです。 

しかし、高等学校への進学率や大学等高等教育修了者の割合にみられる教育上の問

題、経営規模や不安定就労にみられる産業・就労面での問題、依然として根深く存在

している結婚問題などがあります。 

さらに、高額図書の購入強要をはじめとするえせ同和行為*、あるいはインターネ

ット上の差別書き込みや差別文書等のように、同和問題の解決を阻害する悪質な事象

も発生しています。 
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（１）現状と課題 

 本市では、同和問題を人権問題の最重要課題と位置づけ、同和問題は決して過去の

問題ではなく、21世紀を迎えた今日でも依然として未解決のまま取り残されています。

その解決は国をはじめとする行政の責務であるとともに、市民一人一人が自覚して取

り組むべき重要な課題であることを、各種啓発行事の開催、広報紙への掲載、コミュ

ニティラジオ放送等、さまざまな機会や方法で市民に啓発してきました。 

 平成 29 年（2017 年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、同和

問題に関する講演会や研修会への参加の有無について、前回調査と比較すると、「参

加したことがない」が 43.8％で前回調査から 4.8 ポイント増加しています。一方で、

「市（公民館など）主催の講演会、研修会」、「学校やＰＴＡ主催の講演会、研修会」、

「自治会や婦人会主催の講演会、研修会」に参加した割合は前回調査から減少してい

ます。不参加の理由については、「講演会や研修会が開かれているのを知らなかった」

が 40.0％、次いで「あまり関心がないので、参加しなかった」が 38.8％となってお

り、市民の同和問題への関心度や講演会等の認知度の低さがうかがえます。また、講

演会や研修会に参加した人の感想として、「同和問題について多少は知ることができ

た」が 37.7％と最も高く、次いで「同和問題の理解に役立った」が 36.2％となって

います。しかし、「いつも同じような内容なので、もっと工夫すべきだと思った」も

前回調査から減少しているものの 16.1％となっており、今後の学習会等の内容につい

ては、「話を聞くだけでなく、話しあえる場をつくる」や「映画やビデオなど視聴覚

教材を多く使う」などの改善が依然として多く求められています。同和問題を解決す

るために行うべき取り組みについては、「すべての人々の人権を大切にする教育をす

る」が 54.5％と最も多く挙げられています。同和問題が「まだまだあると思う」もし

くは「少しは残っていると思う」と回答した割合が 70.1％となっているように、人々

の意識に同和問題はまだ根強く残っていることから、教育の場において同和問題に対

して積極的に取り組んでいくことが重要となっています。 

 現在市が進めている同和問題に関する取り組みとして、本庁・各支所・各隣保館に

おいて、人権啓発フェスティバルをはじめとする研修会・学習会などの啓発行事を、

保護者や企業等に対して積極的に行っており、えせ同和行為*については、同和問題

に対して誤解を与えないよう細心の注意を払いながら啓発活動を推進しています。 

 また、学校における人権・同和教育についても充実を図っており、「差別の現実に

学ぶ」ことを基本に置きながら、同和問題に限らずあらゆる差別を解消するための実

践力の育成を推進しています。 

 さらに、教職員や行政職員への研修にも力を入れており、人権感覚を磨き、高い人

権意識を持続できるよう、充実した研修内容に努めるほか、他団体が実施する研修会

への職員の派遣を行うなど、自発的な研修が促進されるような環境づくりを進めてい

ます。 

人権を尊重し共に支え合う心豊かな地域社会をつくっていくためには、市民活動を

行うボランティア*やＮＰＯ*の果たす役割も大きくなることが予想されます。今後、
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組織の育成支援、活動の場や情報の提供等、協働の取り組みに向けた支援を促進する

必要があります。 

 

○同和問題に関する講演会や研修会に参加したことがあるか 
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○講演会などへの不参加の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講演会や研修会の内容に対する感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(SA)N=420 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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全体（N=533）

前回（N=686）

【前回調査との比較】

同和問題の理解に役立った

同和問題について多少は知ることができた

内容がむずかしすぎて、よくわからなかった

いつも同じような内容なので、もっと工夫すべきだと思った

その他

特に何も感じなかった

不明・無回答
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○今後、学習会や研修会をどのような方法で進めていけばよいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○同和問題を解決するにはどうしたらよいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

(MA)N=980 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

(MA)N=958 
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（２）今後の方向性及び取り組み 

 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

研修会・学習

会や啓発行事

の実施 

 同和問題に対する正しい理解と認識を深め、差別意識の解

消を図るため、本庁、各支所及び各隣保館において、人権

啓発フェスティバルをはじめとした啓発行事、各種広報活

動、さまざまな研修会・学習会などを積極的に開催します。 

人権啓発課 

社会教育課 

 研修会・学習会の開催にあたっては、視聴覚教材の活用を

図るとともに、若年層にも意欲的な参加が得られるよう、

魅力的かつ効果的と思われる手法を取り入れます。 

社会教育課 

関係機関・関

係団体等との

連携強化 

 同和問題に関する広報活動や啓発行事等の開催にあたっ

ては、国、県の関係機関・関係団体、企業等と連携を強化

し、効果的な開催やきめ細かな啓発活動に努めます。 

人権啓発課 

社会教育課  身元調査や差別落書き、企業における不公正採用、インタ

ーネットへの差別的書き込みなどの差別事象への対応に

ついて、関係機関・関係団体等と連携・協力し、再発防止

のための啓発活動等を行います。 

学校における

人権・同和教

育の充実 

 「差別の現実に学ぶ」ことを基本においた同和問題学習を

推進し、一人一人の個性を認め、差別を解消するための実

践力を身に付けた児童生徒を育成します。 

学校教育課  各学校において同和問題学習の計画や実践を見直すとと

もに、実践事例の収集を進め、研究成果の交流を図ります。 

 人権・同和教育主任を中心に研究を続け、地域内の小・中

学校間、学校・地域間の連携を深めます。 

保護者への啓

発 

 保護者が同和問題に対する正しい理解と認識を深め、子ど

もに適切な指導ができるよう、保育所・幼稚園・学校等に

おける保護者対象の学習会を、内容を工夫しながら開催し

ます。 

学校教育課 

教職員研修の

充実 

 人権・同和教育を進めていくための教職員の資質や実践力

の向上を目指し、幼稚園・小・中学校の教職員を対象にし

た研修内容を充実します。 

学校教育課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

行政職員研修

の充実 

 新規採用職員研修等の階層別研修の際に、同和問題を中心

とする人権研修を実施するなど、行政職員として、人権感

覚を磨き、高い人権意識を持続できるよう、今後も研修内

容の充実を図り、継続して実施します。また、他団体が実

施する研修会への職員の派遣や自発的な研修が促進され

るよう、環境づくりを進めます。 

人事課 

 人権行政を推進する体制強化のため、推進員である所属長

及び所属職員に対し、人権研修を実施し、これを職場に持

ち帰えり、職場内での人権について考える機会を設け、人

権意識の啓発、浸透を図ります。 

人権啓発課 

地域における

学習機会の充

実 

 すべての市民が同和問題についての学習機会を確保でき

るよう、地域へ積極的に働きかけを行います。また、講師

の派遣や学習教材など、多くの方に学習の機会を提供する

とともに、地域における団体等の指導者を育成し、効果

的・自発的な学習活動が行えるよう取り組みます。 

社会教育課 

人権啓発課 

職域における

学習機会の充

実 

 企業や福祉関係施設等にて実施する研修会に講師を派遣

し、人権・同和教育への取り組みを支援し、教育活動の推

進を図ります。 

社会教育課 

人権啓発課 
 同和問題解決における企業の社会的責任として、求職者の

基本的人権を尊重した差別のない公正な採用選考を実現

し、就職の機会均等の確保を図るため、ハローワーク*等

関係機関と連携を図りながら、企業対象の研修会等の充実

を図ります。 

相談体制の充

実 

 人権対策相談員や広域隣保活動相談員及び生活相談員等

の相談員が、対象地域の住民の最も身近な相談機関とし

て、きめ細かな対応ができるよう、より専門的な相談機関

との連携を強化しながら、その機能の充実に努めます。 

人権啓発課 

差別事象の再

発防止 

 身元調査や差別落書き、企業における不公正採用、インタ

ーネットへの差別的書き込みなどの差別事象への対応に

ついて、関係機関・関係団体等と連携・協力し、再発防止

のための啓発活動を行います。 

人権啓発課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

隣保館事業の

充実 

 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の

拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活

上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を

総合的に行います。また、地域住民の理解と信頼を得つつ、

地域社会に密着し、地域住民のニーズに応じた事業を実施

します。 
人権啓発課 

 隣保館は常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用でき

るよう運営に努めるとともに、利用者に対し必要な情報を

提供するように努めます。 

産業の振興と

就労の促進 

 魅力ある就労の場の確保のため、優良企業の誘致、既存企

業の育成支援を行うとともに、企業、ハローワーク*など

関係機関との連携により、雇用促進、能力や技術の向上を

図り、社会進出と就労の安定を促進します。 

営業戦略課 

 各種融資制度を利用した資金調達の円滑化、経営指導によ

り安定した経営基盤の確立を図ります。 
商工振興課 

えせ同和行為*

に対する啓発

の推進 

 えせ同和行為*に対しては、同和問題を正しく理解するこ

とが何よりも重要であり、関係機関との連携を強化し、企

業、団体、市民等への有効な啓発活動を推進します。 

人権啓発課 

関係団体に対

する支援と連

携 

 愛媛県人権対策協議会及び愛媛県企業連合会の市内各支

部や人権教育協議会等、行政と連携した活動を実施してい

る団体に対して、支援の継続と充実を図りながら、協力・

連携の体制を強化し、国民的課題である人権問題の解決に

むけた施策の推進を図ります。 

人権啓発課 

社会教育課 

商工振興課 

市民活動団体

等への支援 

 ボランティア*やＮＰＯ*などの市民活動団体等の育成支

援、活動の場や情報の提供等、協働の取り組みに向けた支

援に努めます。  

市民生活課 
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２ 子どもの人権 

 平成６年（1994年）「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約*）」が批准され、

子どもの最善の利益を守り、健やかな発達と子ども独自の権利を擁護することが合意

されました。子どもの成長について、家族は必要な保護の責務を負っており、地域社

会はこれを支援していかなければなりません。 

しかし、今日の社会情勢は、情報化、国際化、少子高齢化及び価値観の多様化など、

著しい変化を遂げています。さらに、核家族化の進行、家族形態の多様化など、子ど

もや子育て家庭を取り巻く環境に大きな影響を与え、さまざまな課題を生み出してい

ます。中でも、子どもの人権に関わる乳幼児期からの虐待や、学校におけるいじめや

不登校などの問題が増加している実態がみられます。特に、児童虐待については、暴

力を伴うものだけではなく、ネグレクト（育児放棄）など発見が困難な事例も年々増

加しており、こうした問題への対応が急務となっています。また、経済格差の広がり

による子どもの貧困の問題が深刻さを増しており、その対策が求められています。 

平成 27 年（2015 年）には「少子化社会対策大綱」が取りまとめられ、子ども・子

育て関連３法*に基づき、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指し、社会全

体で子ども・子育て世帯を支える環境づくりを進める「子ども・子育て支援新制度」

が始まるなど、子どもの権利を守る法制度が整備されてきました。 

「子どもの権利条約*」を現実のものとしていくには、家庭での子育て及びそれを

支える地域社会、保育所、幼稚園、認定こども園、学校が連携しながら、子どもの人

権を守り、夢や希望をもって過ごせる環境をつくっていくことが重要であると同時に、

大きな課題となっています。 

 

 

（１）現状と課題 

 近年、いじめや虐待の増加を背景に、子どもの人権についてはマスコミでも取り上

げられ、我が国においても重要な問題として認知されるようになりました。 

平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、子ど

もの人権が尊重されていないと感じることについて、「保護者による子どもへの暴力

や育児放棄などの児童虐待」が 73.4％と最も高くなっています。次いで、「子どもに

よる暴力や仲間はずし、無視などのいじめ」が 59.9％となっており、近年問題となっ

ている児童虐待やいじめ問題に対して関心が高いことがうかがえます。また、子ども

の人権を守るために必要なことについては、「自分を大切にし、また他人も大切にす

る心を育てる」が 50.0％となっています。次いで、「地域の人々が連帯感を強め、ど

の子どもにも地域の子として関心を持って接する」が 45.1％となっており、人を思い

やる心の育成や地域が一体となって子育てを行うことが必要と感じられています。 

 本市の取り組みとして、平成 27年（2015年）に「今治市子ども・子育て支援事業

計画*」を策定し、この計画に基づき、保育環境の充実や子どもを支える地域づくり
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など、地域が一体となって子育て支援*に取り組んでいます。また、児童虐待の予防

や早期発見などの積極的な対応や不登校児童・生徒及び保護者への支援、いじめ等に

対する相談体制など、子どもを取り巻くさまざまな困難への支援の充実も図っていま

す。今後とも、家庭内や地域で孤立した子育てにならないよう相談機関の充実等が必

要です。少子化の時代にあっても、子ども一人一人の人権を守る取り組みを推進して

いきます。 
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○子どもの人権が尊重されていないと感じる分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの人権を守るために、どのようなことが必要と思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(MA)N=980 

 

(MA)N=980 

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 



第３章 分野別人権施策の推進 

２ 子どもの人権 

  41  

（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

子どもの人権

についての意

識向上に向け

た啓発活動 

 民生委員・児童委員*、主任児童委員との連携のもと、健

康相談や家庭訪問等を通じ、子どもの人権についての意識

向上に向けた啓発活動を行います。また、子育てサークル

等を活用しながら、保護者への支援・指導を進めます。 

健康推進課 

 人権教育に関する各種大会や講演会に多くの保育士（保育

教諭）が参加するとともに、保護者との信頼関係を築きな

がら、子ども一人一人の人権に配慮した教育・保育に努め

ます。また、保育所や認定こども園の中で「仲間づくり」

を中心に人権教育の推進に努める他、親子間、保護者間、

互いに尊重し合える関係づくりに努めます。 

保育幼稚園課 

子育て相談事

業の充実 

 電話相談や要保護児童対策地域協議会、保健センター、保

育所、幼稚園、認定こども園、学校等の関係機関とのネッ

トワークの強化を図り、相談事業の充実に努めます。 

子育て支援課 

 多発、深刻化していく虐待や発達障がい、不登校、精神障

がい、ひとり親家庭などのハイリスクな要支援家庭に対し

ての相談体制の充実強化に努めます。 

 訪問や定期的な健康相談、３歳児健康診査、１歳６か月児

健康診査、フォローアップ教室等で実施している子育て相

談事業の充実を図ります。また、食事、睡眠、排泄等の生

活習慣面や、発育、発達についての内容だけでなく、虐待

や発達障がいに関する問い合わせにも対応し、専門職の連

携を深め、支援体制を充実させます。 

健康推進課 

貧困の連鎖 *

を防止 

 貧困の連鎖*を防止するため、子どもの学習等支援事業を

実施することで、子どもたちの居場所づくりや学習機会の

提供、将来へのきっかけづくりを行います。実施方法は、

生活保護世帯および児童養護施設に入所している中学生

を主たる対象として、「訪問型」の支援と子どもたちを施

設に集めて行う「集合型」の支援を効果的に組み合わせて

行います。 

生活支援課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

児童虐待への

積極的対応 

 利用者支援事業等の育児相談体制の充実により、育児等の

相談や子育て支援*の情報提供を行い育児不安の軽減等を

図り、市内の子育てサークル等と連携を取りながら、育児

不安のある母子との関わりを増やせるよう努めます。 

子育て支援課 

 今治市児童虐待防止講演会等を継続的に実施し、児童虐待

防止のための啓発活動に努めます。 

 今治市要保護児童対策地域協議会を開催し、保健・医療・

福祉・教育・警察・民間団体等の関係各機関が連携し、情

報交換するなどして虐待の予防、早期発見に努めます。ま

た、要保護・要支援世帯をフォローするため、家庭訪問や

相談等を行います。 

 生後 4か月までの赤ちゃん訪問を実施し、不安の強い母へ

の早期対応を行います。育児相談や医師による子育て個別

相談により、育児不安のある母子への関わりを増やせるよ

う努めます。また、乳幼児健康診査時等には親子間の様子

にも注意を払いながら、児童虐待の予防及び早期発見に努

めます。 

健康推進課 

不登校児童・

生徒及びその

保護者への支

援 

 児童生徒が自己の存在感を実感でき、社会性を身に付ける

ことができる魅力ある学校づくりに努めるとともに、子ど

もたちの将来における「社会的自立」を目標に、一人一人

に対する適切な働き掛けや情報提供に努めます。 学校教育課 

 今治市適応指導教室「コスモスの家」にて、不登校児童生

徒、保護者への指導や相談活動の充実に努めます。 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

いじめ等の問

題に対する対

応の充実 

 「いじめは、いつでもどこでもだれにでも起こりうるもの

であるが、決して許されないことである」との認識を全教

職員がもち、児童生徒や保護者との望ましい人間関係の育

成に努めるとともに、児童生徒の一人一人が人間としてか

けがえのないものであるという気持ちを培うよう努めま

す。また、いじめ防止基本方針の見直し・改定を進めます。 

学校教育課 

 生徒指導研修会、児童生徒をまもり育てる協議会、各中学

校区児童生徒をまもり育てる協議会等の研修の充実を図

りながら、児童生徒の小さな変化も見抜く力量を教職員間

で高め、問題行動等の早期発見・早期支援に努めます。 

 情報モラルの向上、規範意識の醸成に努めるとともに、Ｓ

ＮＳ、インターネット等によるいじめの未然防止に努めま

す。 

 児童生徒や保護者が気軽に相談できる体制づくりに努め

ます。 

ゆとりある学

校教育の推進 

 教職員の研修を充実し、児童生徒一人一人に「確かな学力」

が身に付くよう努めます。 

学校教育課  問題解決的な学習や体験的な学習を通して、自己を見つ

め、互いが一人一人を大切にする児童生徒を育てるよう努

めるとともに、地域、保護者、関係機関との連携をもとに、

豊かな感性と「生きる力」を育む教育に努めます。 

子どもを支え

る地域づくり 

 各地域にある保育所や認定こども園で、マイ保育園*事業

を実施し、園庭開放や子育て講座、育児相談、おためし保

育を行うことで、保護者の育児に対する不安や負担の軽減

に努めます。 

子育て支援課 
 地域の民生委員・児童委員*や主任児童委員、保育所、保

健師等の関係機関が連携し情報を交換しながら、要支援世

帯への関わり方などについて、検討します。 

 「子育てファミリー応援ショップ」事業により、地域ぐる

みで、子育て世帯への支援（経済的負担を軽減）を行いま

す。 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

保育環境の充

実 

 保護者の就労状況に配慮した環境づくりを行うため、保育

所・認定こども園における一時預かりや土曜午後保育を拡

充するとともに、児童クラブ事業における指導員の資質の

向上やファミリー・サポート・センター*事業等の実施な

ど、各地域の民生委員・児童委員*、主任児童委員と連携

した、地域における子育て支援*の充実を図るなど、男女

共同参画社会*に対応できる保育環境を整えます。 

子育て支援課 

保育幼稚園課 

子育て家庭の 

経済的負担の

軽減 

 子育て家庭の生活の安定と次代を担う子どもの健やかな

成長を図るために、家庭の実情に応じ、児童手当、児童扶

養手当及び特別児童扶養手当を支給します。 

子育て支援課 

交通安全対策 

 警察・交通安全協会などの各種団体と協力して、保育所、

幼稚園、小・中学校で「交通安全教室」を開催し、交通事

故にあわないように、交通安全意識の啓発を推進します。 

市民生活課 
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３ 女性の人権 

 国際的に女性の地位向上と男女平等のための取り組みは、昭和 50 年（1975 年）の

「国際婦人年」を契機として、昭和 54 年（1979 年）には「女性差別撤廃条約」が採

択され、さらに平成 12年（2000年）６月には国連本部で「女性 2000 年会議」が開催

され、女性の人権に関する「成果文書」が採択されました。 

我が国においても、平成 11 年（1999 年)に「男女共同参画社会基本法*」が施行さ

れ、そこでは男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりな

く、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会*の実現が、21

世紀の社会を決定する最重要課題であると位置づけられています。その後、平成 27

年（2015 年）に「第４次男女共同参画基本計画」が策定され、「男女が自らの意思に

基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力ある社会」、「男

女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会」、「男性中心型労

働慣行等の変革などを通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生

活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会」、「男女共同参画を我が国

における最重要課題として位置づけ、国際的な評価を得られる社会」を目指して、さ

まざまな取り組みが進められています。 

愛媛県においても、「愛媛県男女共同参画推進条例」が平成 14年(2002年)に施行さ

れ、同時に策定された「愛媛県男女共同参画計画 パートナーシップえひめ 21」に沿

って、男女共同参画に関する施策が総合的かつ計画的に推進されています。また、条

例に基づき平成 14年(2002年)10月には、県の施策について男女共同参画の観点から

苦情がある場合や性別による差別的取り扱いなどにより人権が侵害された場合の「愛

媛県男女共同参画推進委員」が第三者機関として設置され、その解決にあたっていま

す。 

しかし、今日においても、配偶者からの暴力（ＤＶ）や恋人からの暴力（デートＤ

Ｖ*）、性的言動により精神的苦痛や実質的な危害を与える行為（セクシュアル・ハラ

スメント*）、ストーカー行為など、女性に対する暴力や性的嫌がらせは大きな社会問

題となっています。こうした問題への対応を強化するため、平成 25 年（2013 年）に

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（ストーカー規制法）、「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（ＤＶ防止法）が相次いで改正されまし

た。 

「男女雇用機会均等法*」や「育児・介護休業法」などが整備され､女性の雇用機会

の拡大や職場の環境整備が図られる中、平成 27 年（2015 年）には、「女性活躍推進  

法*」が施行され、女性の職業生活における活躍を推進するための取り組みが進めら

れています。 

女性の人権の問題は、女性自身の意識の問題であるとともに、男性の人権意識の問

題でもあります。性差別のない社会の実現のためには、男性への啓発が重要な課題で

すが、それと同時に女性自身が自己の意識改革と行動変容を積極的に進める必要があ

ります。男女共生の視点に立った教育・啓発と女性自身の人権意識の問題として、リ
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プロダクティブ・ヘルス／ライツ*（女性自らの性と生殖に関する健康についての権

利）の視点に立った教育・啓発を進めていかなくてはなりません。 

 

（１）現状と課題 

平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、女性

の人権が尊重されていないと感じることについて、「職場における差別待遇（採用、

昇格、賃金など）」が 51.0％と５割以上となっています。次いで「レイプ（強姦）な

どの女性への性暴力」が 41.3％、「男女の固定的な性別役割分担意識（「男は仕事、女

は家庭」など）を他の人に押し付けること」が 38.7％となっており、女性の職業生活

における活躍を妨げる項目や女性に対する暴力に関する項目が多く挙げられていま

す。また、女性の人権を守るために必要なことについては、「相談機能を充実する」

が 42.0％、「女性が被害者になる犯罪の罰則を強化する」が 41.1％と高く、女性を守

る取り組みや支援が求められています。 

今後は、女性に対する暴力やセクシュアル･ハラスメント*などの人権侵害の発生を

防止するため、男女の人権尊重の意識高揚を促す啓発活動を強化し、さらに相談窓

口・支援体制の一層の充実を図る必要があります。また、あらゆる分野への男女共同

参画を推進するため、女性の活躍推進に向けた諸制度の整備や女性の各委員会・審議

会への積極的な登用、雇用･就労における男女機会均等などを促進する取り組みも求

められています。男女共同参画の視点に立った教育や啓発を図り、幼少期から学習で

きる機会を設けるなど、女性の人権の浸透を図ることが重要です。 

 本市においては、旧今治市において平成６年（1994年）に人権尊重を基本理念とし

た「今治市女性行動計画」を策定し、男女平等社会の実現を目指してきました。また、

その後平成 15年（2003 年）４月に「今治市女性行動計画」の成果を引き継ぎつつ、

少子高齢化など社会や時代の変化に対応した「今治市男女共同参画計画―いきいき

女
ひ

・男
と

プラン―*」を策定しました。平成 22年（2010年）に平成 22 年度（2010年度）

から 2019 年度を期間とした「今治市男女共同参画計画－いきいき ひと プラン－*」

を改訂し、労働環境の整備や子育て支援体制の充実、女性リーダーの養成など、女性

が社会で活躍できる環境づくりを推進しています。また、「フォーラム今治・ひと（女）

＆ひと（男）」の毎年の開催や、近年増え続けるセクシュアル・ハラスメント*やドメ

スティック・バイオレンス*への啓発・相談体制の周知など、啓発活動にも力を入れ

ています。 
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○女性の人権が尊重されていないと感じる分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○女性の人権を守るために必要だと思うことは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

(MA)N=980 

 

(MA)N=980 

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

男女共生・男

女共同参画の

教育と啓発 

 「フォーラム今治・ひと（女）＆ひと（男）」の開催や、

講座の開催地域や対象者の範囲を広げるなどして、啓発を

行います。 

人権啓発課 

 家庭・学校・地域における男女平等教育を推進し、男女共

同参画の視点に立った積極的な教育を進めます。 
学校教育課 

リプロダクテ

ィブ・ヘルス

／ライツ * の

教育と啓発 

 「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ*（女性自らの性と

生殖に関する健康についての権利）」について、機会ある

ごとに情報提供に努めるとともに、学校との連携を深めて

いきます。 

健康推進課 

母子保健事業

の充実（特定

不妊治療・不

育症治療費助

成） 

 思春期から妊娠・出産・育児までの母性・父性を育み、子

どもが心身ともに健やかに成長できるよう、母子保健サー

ビスの充実に努めます。 

健康推進課 

 特定不妊治療･不育症による治療を行う夫婦又は女性に対

し、治療に要した費用のうち一部を市が助成を行うこと

で、健康支援に努めます。 

子育て世代包

括支援センタ

ーによる母子

相談事業の充

実 

 子育て世代包括支援センター〝ばりハート〟において、妊

娠中の不安に対し早期対応を行い、安心して妊娠出産が迎

えられるよう、情報提供を行っていきます。また、出産後

の不安が強く、支援者がいない母子を対象に、産婦人科に

委託したショートステイやデイサービスなどの産後ケア

事業の利用促進を図ります。 

健康推進課 

市の政策・施

策決定の場へ

の参画 

 女性が市の政策・方針決定の場へ参画し、女性の意見や考

えを反映させていくことができるよう、引き続き審議会や

民生委員・児童委員*等の女性委員比率の向上を目指し、

積極的に女性委員登用を進めます。 

人権啓発課 

関係各課 

女性の労働環

境の整備 

 就業に関連する法律や制度等の情報の収集・提供を行いま

す。 
商工振興課 

 改正育児・介護休業法の周知・普及に努めます。 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

子育て支援体

制の充実 

 各地域の状況に応じて、子育て支援*の体制を整え、地域

による子育て力のアップや地域の子育て環境の充実に努

めます。 

子育て支援課 

 各子育て自主サークルとの連絡会を開催し、情報交換等を

行い、また、ホームページ等を通じて、各サークルの情報

発信を行ったり、各サークルに対し子育て支援*に関する

情報提供を行うことで、各サークルが活動しやすい環境を

整えます。 

 関係機関と連携を図り、仕事と子育ての両立が出来るよう

情報提供を行います。 

女性の人権尊

重 意 識 の 普

及・啓発 

 「差別をなくする強調月間」、「人権週間*」などの機会を

とらえた啓発活動を行うとともに、今治市人権都市宣言*

や、今治市人権尊重のまちづくり条例*にともなう教育啓

発も進めます。 
人権啓発課 

 セクシュアル・ハラスメント*やドメスティック・バイオ

レンス*に対する啓発、また遭ったときの相談窓口の周知

に努めます。 

女性の人権擁

護 （ 相 談 業

務・支援体制

の充実） 

 市、県の婦人相談員、人権擁護委員*をはじめ、保健・福

祉・医療・警察関係機関との連携を図り、暴力等の被害に

遭った女性に対する救済・支援体制の整備に努めます。 

子育て支援課 

 市、県の婦人相談員や母子父子自立支援員、地域包括支援

センター保健師との連携を図りながら、ドメスティック・

バイオレンス*など女性相談業務に努めます。 

 職場におけるセクシュアル・ハラスメント*の防止等に関

する要綱、職場における妊娠、出産、育児又は介護に関す

るハラスメントの防止等に関する要綱に基づき、防止に向

けた内容を周知します。今治市セクシュアル・ハラスメン

ト*等相談員設置要領を定め、２つのハラスメント相談を

行うとともに、相談員の配置や防止に向けた内容の周知も

行います。 

人事課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

女性団体・関

係機関等のネ

ットワーク化

及び活動支援 

 女性リーダーの養成を図り、「女性の人材リスト」の充実、

活用に努めます。 

人権啓発課 

 女性団体相互の連携を働きかけ、ネットワークづくりや団

体の活動を応援します。 

女性活躍推進

法*の推進（女

性の労働環境

の整備） 

 今治市特定事業主行動計画に基づき、「子育てと仕事の両

立推進」「女性の活躍推進」に引き続き、取り組んでいき

ます。女性職員が安心して出産し子育てをできる職場・女

性が働きたいと感じ、個性と能力を発揮できる職場づくり

を進め、すべての職員が「働きやすい」「働きがいを感じ

る」職場風土づくりをします。 

人事課 
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４ 障がい者の人権 

国連は、障がい者*の人権擁護の理念を高めるため、1981 年を「国際障害者年」と

することを決議、「完全参加と平等*」をスローガンに、1982年「障害者に関する世界

行動計画」を定め、1983 年から 1992年までを「障害者の 10年」と宣言し、その期間

を満了しました。そして、その成果は、1993 年から 2002 年までの「アジア太平洋・

障害者の 10年」に引き継がれ、さらなる障がい者対策の推進が図られてきました。 

一方我が国でも、以上のような国際的な動きに対し、「障害者対策に関する長期計

画*」をはじめとするさまざまな障がい者施策が展開されてきましたが、平成５年

（1993 年）、昭和 45 年（1970 年）の制定以来障がい者対策の基本指針となってきた

「心身障害者対策基本法」が 23年ぶりの大改正により「障害者基本法*」として生ま

れ変わりました。そこでは新たに精神障がい者が「障がい者*」として明確に位置づ

けられるとともに、「障害者の自立と社会･経済･文化その他あらゆる分野の活動への

参加を促進すること」が法律の目的として明示され、都道府県や市町村に対しても障

がい者*のための施策に関する基本的な計画を策定するよう努めることが要請されま

した。次いで、国は、平成７年（1995 年）には、「市町村障害者計画策定指針」を策

定するとともに、「障害者対策に関する新長期計画」の具体化を図るべく、「障害者プ

ラン～ノーマライゼーション７か年戦略～」が策定されました。その中では障がいの

ある人もない人も共に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション*」の

理念のもと、数値目標など具体的な施策目標が示されました。その後、平成 14年（2002

年）に「障害者基本計画（第２次）」、平成 25 年（2013 年）に「障害者基本計画（第

３次）」、平成 30年（2018年）に、2020東京パラリンピックも契機として、社会のバ

リア（社会的障壁）除去をより強力に推進することなどを盛り込んだ「障害者計画（第

４次）」が策定されました。 

障がい者*の自立推進への期待が高まる中、平成 18年（2006年）に「障害者自立支

援法」、平成 25年（2013 年）に障害者自立支援法を改正した「障害者総合支援法」が

施行されました。また、平成 18 年（2006 年）には「高齢者・障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律」が施行され、障がいのある人が、安心して生活できる環境

整備を図る、バリアフリー*化に向けた施策が総合的に推進されています。さらに、

平成 23 年（2011 年）に改正された「障害者基本法*」では、「障害は障害者の問題で

はなく、社会との関係から生じるもの」と規定しています。そのため、社会的障壁（日

常生活や社会生活を営む上で障壁となる事物、制度、慣行、観念等）の除去を進める

ことで、障がいのある人を地域で包み込み、共に生きる社会づくりに向けた環境整備

を進めるとともに、精神障がい、重症心身障がい、発達障がい、高次脳機能障がいな

どの障がいに応じた支援体制の充実を図り、きめ細かく対応していくことが求められ

ています。また、平成 24 年（2012 年）に「障害者虐待防止法」が施行されたことを

受け、障がいのある人への虐待防止に向けた取り組みの充実が必要となっています。 

そして、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の

一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に
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人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別

の解消を推進することを目的として、平成 28 年（2016 年）に「障害者差別解消法*」

が施行されました。また、同年には雇用の分野における合理的配慮の提供義務や、精

神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を盛り込んだ改正障害者雇用

促進法が施行されました。 

今後とも、障がいの有無に関わらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う

「共生社会*」を実現していくためには、それぞれがかけがえのない個性をもった一

人の人間として尊重されなければなりません。しかしながら、わたしたちの社会には

障がいや障がい者*に対する誤解と偏見等の「心の壁」が存在することも事実です。

すべての人から「心の壁」を取り除き、ノーマライゼーション*の理念の浸透を図る

ためには、啓発・広報活動の充実を図るとともに、幼少期からの福祉教育の充実や障

がいのある人とない人とのふれ合いを促進していくことが大切です。また、障がい者

*の自立と社会参加の促進やコミュニケーション手段、建物段差等の障壁の改善を進

めることなどが課題となっています。 

 

 

（１）現状と課題 

本市においては、平成 17 年（2005 年）１月 16 日の市町村合併以前は、旧 12 市町

村のそれぞれが障害者計画を策定し、その計画に基づき推進を図ってきました。旧今

治市については、昭和 55年（1980年）に「障害者福祉都市」の指定を受け、「建築物

等に関する環境整備要綱」を制定し、障害者福祉センターをはじめとする各種施設の

整備を図るとともに、ノーマライゼーション*の理念のもと、「完全参加と平等*」の実

現を目指した障がい者施策に取り組んできました。また、平成 10 年（1998 年）３月

には総合福祉センターの完成を契機に、ノーマライゼーション*の理念を具体化し、

障がい者施策の方向づけを行うため「今治市障害者計画*」を策定し、障がい者*をは

じめすべての人の人権が尊重され、あらゆる面で差別のない平等な社会の実現を目指

してきました。しかし、合併にともない本市の障がい者*を取り巻く環境は変化し、

多くの課題を抱え、新たな障がい者施策の展開が求められることになりました。その

ため、障害者基本法*に基づく「今治市障害者計画*」をはじめ、障害者総合支援法に

基づく「今治市障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」に則って、

障がい者保健福祉施策を推進し、「共生社会*」の実現を目指しています。 

平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、障が

い者*の人権が尊重されていないと感じることについて、「経済的な自立が困難である」

が 55.6％、「就職、職場で不利な扱いを受ける」が 54.9％とともに５割以上となって

おり、障がい者*に対する社会的な支援を行うことが求められています。また、障が

い者*の人権を守るために必要なことについては、「就労を支援する」が 54.2％と最も

高く、次いで「安心して外出できるように、建物の設備や公共交通機関を改善する」
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が 44.7％となっており、障がい者*が安心して生活できる環境づくりが求められてい

ます。 

 本市では誰もが安心して暮らせるまちづくりを行うため、ハード面においては、バ

リアフリー*やユニバーサルデザイン*などの福祉のまちづくりの推進や住宅の確保、

交通機関の利用環境改善、歩行空間の整備などの取り組みを推進しています。また、

ソフト面においては、防犯・防災対策の充実や雇用の促進、福祉サービスの利用援助

などに力を入れています。さらに、障がい児に対する取り組みとして、妊産婦や幼児

期を対象とした療育サービスの充実や人権に配慮した子育て支援*、個々の障がいの

程度に応じた特別支援教育の充実など、幼少期からの支援にも努めており、障がい者

*が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを推進しています。 

 

○障がい者の人権が尊重されていないと感じる分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

(MA)N=980 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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○障がい者の人権を守るために必要だと思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の方向性及び取り組み 

 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

相談・支援体

制の充実 

 地域の支援を必要としている多くの障がい者*及びその家

族に対して、相談支援事業所の存在を周知することで、相

談・支援のきっかけをつくります。 

障がい福祉課 

情報提供機能

の充実 

 相談支援事業所において、相談を受けた場合に各種サービ

スの利用方法とともに、福祉サービスの説明の充実を図り

ます。また、障がい者*と家族に対する健康相談や情報提

供に努めます。 

障がい福祉課 

健康推進課 

 手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業などコミュニケ

ーション手段の確保・充実に努めます。 

障がい福祉課 
 パソコン、ファクシミリなどによる情報通信ネットワーク

の拡充・整備及び障がい者*向けメディアの充実に努めま

す。 

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

(MA)N=980 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

啓発活動の推

進 

 障がい者団体が開催する各種事業において広報用チラシ

等を配布するなどして、障がいにかかる諸問題について啓

発活動の充実に努めます。 

障がい福祉課  障がいのある人とない人の相互交流の場として、サン・ア

ビリティーズ今治において定期講座の他、各種スポーツ大

会を開催するとともに、障害者福祉センターにおいては

「のぞみ苑作品展示会」を実施し、今後も定期講座や大会

の充実に努めます。 

福祉教育の推

進 

 学校等と協議し、福祉体験事業の時間拡大を図り、地域に

根ざした福祉教育の推進を図ります。 
障がい福祉課 

 小・中・高等学校における福祉教育の充実を図り、障がい

者（児）への理解を深めることにより、障がいのある人も

ない人も等しく社会参加が可能となる基礎づくりと社会

基盤の育成に努めます。 
学校教育課 

 障がい者（児）の気持ちについて身をもって実感・理解で

きる体験学習などの機会を設け、障がいのあるなしに関わ

らず共生の基盤が育つように努めます。 

交流の促進 

 新たなピアカウンセリング*参加者を募り、さまざまな方

が話しあえる場所づくりに取り組みます。 

障がい福祉課 

 夏祭り、メンバー学習会等地域住民との交流ができるよう

な機会を拡大します。 

福祉のまちづ

く り の 推 進

（バリアフリ

ー * とユニバ

ーサルデザイ

ン*） 

 物理的な障壁の他に制度的な障壁、心理的な障壁、文化・

情報面の障壁があることを啓発し、障がいのある人も高齢

者も、当たり前の生活ができるノーマライゼーション*の

考え方のもとに人にやさしいまちづくりを推進します。 

障がい福祉課 

 今治市交通バリアフリー基本構想に基づき、今治駅から周

辺の主要施設を結ぶ道路について、バリアフリー*化を連

続的に構築し、歩行者の安全で快適な移動を確保します。

地域の開発状況に配慮しながらバリアフリー*化を進め、

人にやさしい道づくりに努めます。 

道路課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

住宅の確保 

 相談支援事業の充実を図るとともに、入居に際して、家主

等への相談・助言を通じて障がい者*の地域生活を支援す

る「居住サポート事業」に取り組み、住宅・生活環境への

悩みを改善します。また、グループホーム*等の居住の場

の確保等を事業者等とともに取り組みます。 

障がい福祉課 

 今治市営住宅への優先入居制度により、高齢者世帯、障が

い者世帯等の公営住宅への優先入居を行います。また、車

椅子専用住戸などのバリアフリー住戸や３階以上の住棟

へのエレベーターなど、障がい者*や高齢者等に配慮した

公営住宅の整備を進めていきます。 

住宅管理課 

交通機関の利

用環境改善 

 低床バスの導入やバス路線の確保など、公共交通機関を利

用するしかない障がい者*等の利便性に配慮した環境の改

善に取り組みます。 

障がい福祉課 

歩行空間の整

備 

 子どもや高齢者、障がいのある方も安心して暮らせるまち

づくりを目指し、優先順位を設けて歩道改良を行います。 
道路課 

防犯・防災対

策の充実 

 悪徳商法などの犯罪に巻き込まれないよう、研修会や講演

会など開催されているが機会あるごとに周知啓発を行い、

防犯対策について知識を高めていただくよう推進します。 

障がい福祉課 

 災害時の要配慮者に対する総合的な施策の検討を進めま

す。特に、避難行動要支援者避難支援制度に基づき、自治

会･自主防災組織･民生委員等と連携しながら、災害時など

に障がい者*や高齢者等の要配慮者を、地域が支え合う体

制の整備に努めるとともに、防災訓練への参加促進を通じ

て、防災に対する知識の普及を図ります。また、要配慮者

が速やかに避難出来るように要支援者名簿を随時更新し、

自治会、自主防災組織、民生委員、消防団等に提供し、平

時から災害時の避難に向けた体制作りに協力します。 

福祉政策課 

防災危機管理課 

障がい福祉課 

 災害時に弱い立場に立たざるを得ない障がい者*への支援

や協力には、地域の住民による組織的な体制づくりが必要

であることから、地域住民に対して、出前講座による防災

研修や防災訓練の開催、防災用資機材の整備、更に防災士

の育成・研修により、自治会や町内会等の地域住民が結成

する自主防災組織の育成強化を図ります。 

防災危機管理課 

障がい福祉課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

障がい者雇用

の促進・支援 

 障がい者*の就労を促進するため、ハローワーク*や障害者

就業・生活支援センター等の関係機関との連携を図り、就

労支援に関する体制を整えます。 

障がい福祉課 

 就労の場の確保を図るため、事業主を含めた就労の場に携

わる関係者への啓発を行います。また、ハローワーク*等

とともに、連携を図りながら、就業支援の情報を提供し、

障がい者雇用率制度の周知・啓発を進め、就労の場の確保

に努めます。 

 関係機関と連携を図りながら、トライアル雇用、職場適応

訓練等の活用により、雇用への移行促進を図ります。また、

障がい者*が安定的に職業に就くことができるよう支援に

努めます。 

 職員の採用試験において、障がい者を対象とした試験を設

けるなどして雇用の促進を図るとともに、障がいの特性等

に応じた安定して働きやすい職場環境の整備に努めます。 

人事課 

福祉的就労の

支援 

 就労移行支援事業、就労継続支援事業、就労定着支援事業、

地域活動支援センターなど就労を支援する事業所が安定

的な運営ができるよう支援します。 

障がい福祉課 

人権に配慮し

た地域医療体

制の充実 

 「かかりつけ医」の普及促進を継続して行います。 

健康推進課  緊急時の連絡体制を整えるとともに、医療機関などに対

し、障がい者*に配慮した受け入れ体制の充実を呼びかけ

るなど、緊急医療体制の維持に努めます。 

福祉サービス

の利用援助 

 障害福祉サービスの存在を知らない方でも利用につなげ

ていくことができるよう、今治市地域自立支援協議会を中

心に関係各機関、地域との関係づくりを進めます。 

障がい福祉課 

日常生活にお

ける権利擁護

支援と被害救

済 

 成年後見制度*の周知普及に努めるとともに、今治市社会

福祉協議会*で行っている地域福祉権利擁護事業*の普及

と相談体制のより一層の充実を図ります。さらに、障がい

者*に対する偏見や差別意識を解消し、共に生きる「共生

社会*」を実現するため、機会あるごとに障がい者*の人権

に関する啓発活動を推進します。 

障がい福祉課 

関係各課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

障がい児療育

サービスの充

実 

 乳幼児健康診査や１歳６か月児・３歳児健康診査などによ

る疾病や異常の早期発見と療育体制の整備に努めます。特

に、周産期医療*との連携は重要であることから、医学的、

社会的なハイリスク児（養育困難等）を対象として、早期

からのカンファレンス等により、情報交換に努めます。 

健康推進課 

 運動機能障がいや知的障がい、発達障がいのある子どもを

健康診査等で早期発見し、支援する体制を整えていきま

す。また、障がいの早期発見・早期療育体制の充実のため、

教育機関や保健福祉関係機関との連携を図ります。 

障がい福祉課 

 親の会などの自主的な活動を促進するよう、支援に努めま

す。また、親の会の紹介や、情報交換会に参加するなど支

援に努めていきます。 

障がい福祉課 

健康推進課 

障がい児の人

権に配慮した

子育て支援 *

の充実 

 保育に欠けている障がいを有する児童について、保育所・

認定こども園への入所を幅広く検討するとともに、教育・

保育内容について保護者との相互理解を図りながら専門

機関と連携し、適切な対応に努めます。また、年間を通し

て障がい児保育に関する研修会を実施します。 

障がい福祉課 

保育幼稚園課 

障がい者 * 等

に配慮した建

物の整備 

 新設建物については、関連する法律や条例等に基づいた建

物の整備を進め、また、既存建物については、可能な範囲

で改修に取り組み、全ての人にとって使いやすい施設の整

備に努めます。 

建築営繕課 

特別支援教育

の充実 

 特別支援教育主任会、各校及び今治市教育支援委員会、特

別支援教育コーディネーター研修等の活動の充実を図る

ことなどを通し、より一層、個々の障がいの程度に応じた

適正な就学支援や進路指導に努めます。また、今治市特別

支援連携協議会において、発達障がいを含む全ての障がい

のある幼児児童生徒に対する教育支援体制の整備を総合

的に推進します。 

学校教育課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

発達障がい児

（学習障がい*、

注意欠陥／多

動性障がい*）

への支援 

 発達障がいに対する理解を深めるために、実態の把握、指

導体制、合理的配慮の提供等支援の在り方を積極的に研究

し、実践します。各研修会・研究会への参加や特別支援教

育コーディネーターの研修、また、関係機関との連携によ

る研修により発達障がいのある児童生徒をどう支援すれ

ばよいかの研究を深め、充実を図ります。 

学校教育課 

障がい者 * へ

の虐待防止 

 障害者虐待防止法の周知啓発を推進するとともに、虐待に

ついての通報や相談に対し迅速に対応して早期解決に努

めます。 

障がい福祉課 

障がい者 * に

配慮した選挙 

 車椅子の方等介助が必要な方への対応を周知し、職員によ

る介添えを行います。また、杖やすめを設置する、耳マー

クを表示する等、投票しやすい環境づくりに努めます。 

選挙管理委員会事務局 

障害者差別解

消法*の推進 

 障害者差別解消法*の、差別の禁止、合理的配慮の提供に

ついて周知啓発を推進することで、障がい者*に対する物

理的、精神的なバリアフリー*化に対応しています。 

障がい福祉課 
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５ 高齢者の人権 

我が国では、出生率の低下や平均寿命の伸びにともない、世界に類のない速さで高

齢化が進んでいます。一人一人が豊かな人間性のつながりの中で、快適にいきいきと

生活できる地域社会の形成に努める必要があります。高齢者の増加に伴って介護や支

援を要する高齢者が増加し、介護の長期化、重度化等により家族介護者の身体的・精

神的・経済的負担も増大しています。加えて、認知症*になる高齢者の増加にともな

い、高齢者の財産管理や遺産相続をめぐる紛争や虐待などの問題の増加が指摘されて

います。また、職業生活からの引退や配偶者との死別などにより、孤独感に陥る、及

び生きがいを失うなどの問題もあります。 

こうした状況の中で、高齢者介護を社会全体で支えることを目指し、平成 12年（2000

年）４月から介護保険制度*が導入されました。また、民法改正による成年後見制度*

の実施や、平成 18年（2006年）「高齢者虐待防止法」の施行など、高齢者を取り巻く

環境は大きく変化しています。また、高齢者が自立した生活ができるようにするため

の地域支援事業への取り組みも始まっています。高齢者の多くは、住みなれた地域や

家庭で、健康で安心して暮らせる生活を望んでおり、高齢者の人権は、自立を基本と

する生活の質的向上や、保健・医療・福祉サービスの総合的な推進により保障される

ものと考えます。このため、介護保険制度*の円滑な実施と介護予防・生活支援の取

り組みを一体的に進めるなど、保健福祉施策を総合的・計画的に推進するとともに、

成年後見制度*や権利擁護事業の活用を図るなど、高齢者の人権に配慮した自立支援

を促進する必要があります。 

さらに、高齢者がこれまで培った知識と経験を生かして、社会参加ができる機会の

確保や他世代との交流を進め、行政のみならず住民の参加のもとに、高齢者に対する

敬愛の気持ちを高揚し、地域社会全体で支え合うとともに、高齢者自らが社会の発展

に寄与できるような活動を推進することが重要です。 

 

 

（１）現状と課題  

高齢化は年々進行し、本市の高齢化率は、既に 30%を超えていますが、国全体では、

団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年に高齢化率が 30％を超え、人口の 3 人に 1 人

が高齢者という社会が到来することが予想されています。これまでも「介護の社会化」

や地域包括支援センターの整備など、本格的な高齢社会の到来に備えた基盤整備が行

われてきました。一方で、介護保険料の高騰、介護従事者の不足、老々介護、高齢者

虐待など課題も多く残されています。 

平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、高齢

者の人権が尊重されていないと感じることについて、「高齢者を狙った詐欺や悪徳商

法などの犯罪が多い」が 59.6％と多く挙げられています。次いで、「社会や地域との

関わりが薄れ、閉じこもりや孤独死に至ることがある」が 45.4％、「経済的な自立が
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困難である」が 42.3％となっており、高齢者の生活を地域が一体となって見守る取り

組みが必要とされています。また、高齢者の人権を守るために必要なことについては、

「自立して生活しやすい環境を整備する」が 56.9％と最も高く、高齢者が住みなれた

地域で安心して暮らすことができる環境づくりが必要となっています。 

平成 30年（2018年）４月から 2020年度までの３年間を計画期間とする「第７期高

齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、「おもいやりの心で支え合い、安心し

て健康に暮らせるまち」を目指して、介護保険事業の推進をはじめ、たとえ介護が必

要になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよ

うに、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの構築を進めています。また、高齢者等に配慮した建物の整備や交通安全対策な

どの施策展開を図っています。そして、高齢者が生きがいをもって生活できるよう、

老人クラブやスポーツ・レクリエーション活動の普及、健康づくりの推進などに努め

ています。 

しかしながら、高齢者の社会に参加し、自立した生活を継続したいという自己実現

の願いを叶えるためには、高齢者の人権についての教育を推進し、介護・保健・医療・

福祉の公的サービスの充実、地域社会や住民ボランティア*の支援を含めたあらゆる

角度から高齢者の人権を尊重し、人権を守ることのできる施策の展開、社会の形成が

必要となっています。 
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○高齢者の人権が尊重されていないと感じる分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者の人権を守るために必要だと思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

(MA)N=980 

(MA)N=890 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

社会活動への

参画促進 

 老人クラブの活性化を図るため、高齢者の社会活動への参

加を促進するとともに、高齢者が豊富な知識や経験を生か

せる環境づくりに努めます。 

高齢介護課 

雇用就業機会

の拡大 

 関係機関と連携を図り、今治市シルバー人材センター*に

おいて、高齢者の就業機会の開拓・確保・拡大に努めます。 
高齢介護課 

老人クラブの

活動支援 

 財政的な支援に加え、相談員を配置して老人クラブの活動

を支援するとともに、今後も魅力ある老人クラブづくり、

若年層の加入促進に努め、活性化を図ります。 

高齢介護課 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン活動の普及 

 老人クラブと連携を図りながら、新しいレクリエーション

を取り入れるなどの工夫をし、より多くの高齢者の参加を

目指します。 

高齢介護課 

社会福祉協議

会 * との連携

の強化 

 地域福祉の推進において中心的役割を担う社会福祉協議

会*との連携を深め、介護保険事業や介護予防事業のほか、

地域に密着した多様な社会福祉事業を展開します。 

福祉政策課 

ボランティア*

活動の育成 

 介護支援ボランティア*及び介護施設等にとって取り組み

やすい仕組みづくりと事業への理解を推進するとともに、

新たなボランティア*の獲得を目的とした効率的・効果的

な周知を行います。 

高齢介護課 

健康づくりの

推進 

 健康増進施設の利用を促進するとともに、それぞれの身体

状態に応じた教室を開催し、新規参加者を増やすための定

期的な事業の啓蒙に努めます。また、指導者の育成や事業

効果を的確に把握、評価して、今後に生かすシステムを構

築します。さらに、住民が主体的に介護予防への取り組み

が行えるよう環境整備を進めます。 

高齢介護課 

 医師、保健師、管理栄養士等による健康教育、健康相談を

実施し、情報を提供するとともに、市民の身近な場所を活

用し、幅広い世代への健康教育、健康相談を実施します。

平成 29 年度（2017 年度）に策定した、第２次健康づくり

計画〝バリッと元気〟に沿って、健康寿命の延伸を目標に

健康づくりの推進に努めます。 

健康推進課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

疾病及び介護

予防事業の充

実 

 緩和基準など多様なサービスの創出を含む介護予防生活

支援事業を推進していきます。 
高齢介護課 

 生活習慣病検診、各種がん検診等を実施し、疾病予防に努

めるとともに、医師による健康教育、相談などにより、情

報を提供します。また、積極的に地域に出向いていき、各

種健康診査等の普及啓発活動や、健康相談、健康教育を実

施することにより健診の重要性をＰＲする等、啓発に努

め、受診率の向上を図ります。 

健康推進課 

介護相談機能

の充実 

 地域での行事や関係機関の会合等にも参加し、地域包括支

援センター業務（相談窓口）の周知をさらに図っていきま

す。また、高齢分野のみでなく、共生社会*を意識した、

包括的な支援ができるように、関係機関等ともさらに連携

を取り、市民への周知について協力、連携を行います。 

高齢介護課 

介護・福祉情

報提供機能の

充実 

 制度の変更などについては、必要に応じて年度ごとの更新

を行い、情報提供に努めます。また、地域ケア関係機関を

通して、積極的に情報提供に努めるとともに、市、社会福

祉協議会*、各事業所等において、わかりやすく、見やす

いパンフレットの作成、配布に努めます。 

高齢介護課 

地域ケア体制

の確立 

 既存の会議と連携をとりながら、個別のケース会議を積み

重ねていくことで、地域の関係機関との連携を強化してい

きます。また、高齢者の相談業務・実態把握を実施してい

くことで、民生委員・児童委員*や見守り推進員と連携を

図りながら、高齢者を支える地域のネットワークの基礎づ

くりを図ります。 

高齢介護課 

介 護 保 険 施

設・居宅サー

ビスの充実 

 必要な時に必要な介護サービスを受けることができるよ

う、引き続き介護サービス基盤の整備に努めます。また、

介護サービスの質的向上を図るため、介護サービス事業者

に対する指導を積極的に行っていきます。 

高齢介護課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

介護サービス

についての評

価及び情報開

示 

 介護サービスの質の向上のため、介護サービス事業者が確

実に自己評価を行い、その結果を公表し、常にその改善が

図られるよう、指導を行います。また、外部評価が必要な

サービスについては、その結果について市に報告を求め、

市や地域包括支援センターにおいて評価結果を公表しま

す。 

高齢介護課 

家族介護支援

事業の充実 

 介護技術の習得や、介護者の健康管理のための教室の開

催、介護者の心身のリフレッシュのための事業を実施して

いきます。また、家族介護者の精神的、身体的負担軽減の

ため、引き続き事業内容の充実や工夫に努めていきます。 

高齢介護課 

防犯・防災対

策の充実 

 高齢者の消費者被害はだまされたことに気づかなかった

り、相談することができなかったりすることが多く、その

ため、二次被害に遭う可能性も高いという特徴がありま

す。地域包括支援センターや在宅介護支援センターで実施

する介護教室などを活用し、情報提供や予防に向けた周知

活動を行っていきます。また、地域ケア会議などを活用し、

民生委員、サービス事業所等とも連携し、防止に努めます。 

高齢介護課 

 災害時の要配慮者に対する総合的な施策の検討を進めま

す。特に、避難行動要支援者避難支援制度に基づき、自治

会･自主防災組織･民生委員等と連携しながら、災害時など

に障がい者*や高齢者等の要配慮者を、地域が支え合う体

制の整備に努めるとともに、防災訓練への参加促進を通じ

て、防災に対する知識の普及を図ります。また、要配慮者

が速やかに避難出来るように要支援者名簿を随時更新し、

自治会、自主防災組織、民生委員、消防団等に提供し、平

時から災害時の避難に向けた体制作りに協力します。 

福祉政策課 

防災危機管理課 

高齢介護課 

 災害時に弱い立場に立たざるを得ない高齢者への支援や

協力には、地域の住民による組織的な体制づくりが必要で

あることから、地域住民に対して、出前講座による防災研

修や防災訓練の開催、防災用資機材の整備、更に防災士の

育成・研修により、自治会や町内会等の地域住民が結成す

る自主防災組織の育成強化を図ります。 

防災危機管理課 



第３章 分野別人権施策の推進 

５ 高齢者の人権 

  66  

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

高齢者の住ま

いの確保（高

齢者対応住宅

の整備） 

 高齢者の生活支援施設等の活用を図るとともに、必要な介

護保険施設・グループホーム*の整備を行います。 
高齢介護課 

 今治市営住宅への優先入居制度により、高齢者世帯、障が

い者世帯等の公営住宅への優先入居を行います。また、車

椅子専用住戸などのバリアフリー住戸や３階以上の住棟

へのエレベーターなど、障がい者*や高齢者等に配慮した

公営住宅の整備を進めていきます。 

住宅管理課 

高齢者等に配

慮した建物の

整備 

 新設建物については、関連する法律や条例等に基づいた建

物の整備を進め、また、既存建物については、可能な範囲

で改修に取り組み、全ての人にとって使いやすい施設の整

備に努めます。 

建築営繕課 

認知症高齢者

等の権利擁護 

 虐待対応マニュアルに基づき、成年後見制度*や地域福祉

権利擁護事業*など、権利を守る制度の周知を図り、その

利用を積極的に支援します。また、高齢者に対する虐待の

早期発見に努め、それぞれのケースに応じた適切な対応が

できる体制づくりを目指します。 

高齢介護課 

交通安全対策 

 多発する高齢者の交通事故の防止活動として、反射タスキ

や自転車用反射ステッカーを配布し、利用促進を図る他、

体験型の交通安全教室を開催し、高齢者の交通安全意識の

啓発を推進します。また、警察や交通安全協会等と連携を

図りながら、高齢者に対して講習会を開催したり、運転に

不安を持つ高齢者等に対して自主的に運転免許証を返納

しやすい環境を整備するなど、事故防止に努めます。 

市民生活課 

福祉サービス

の苦情解決制

度の円滑な運

用 

 介護サービス事業者に対しては、保険者としての立場から

実地指導等により調査や指導を実施し、質の確保や向上に

努めます。また、地域包括支援センターをはじめ各種の相

談窓口とも情報共有、連携をさらに深め、迅速な対応を実

施していきます。 

高齢介護課 

高齢者への虐

待防止 

 ①高齢者虐待を未然に防ぐ為のアプローチ、②高齢者虐待

の早期発見・早期対応、③専門的人材の確保・育成、④施

設における虐待の対応、⑤養護者への支援及び虐待を受け

た高齢者の保護について、虐待の事後対応ではなく、いか

に虐待を防ぐかを大切にし、虐待の芽を摘むことを第一に

周知活動に力を入れていきます。 

高齢介護課 
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６ 外国人の人権 

経済をはじめとするさまざまな分野でのボーダレス化、グローバル化の流れは地方

にもおよび、地域で暮らす外国人は年々増加しています。世界のすべての人々が、基

本的に有する人権を守り、尊重することは、このような国際化時代の前提になるもの

です。しかし、外国人の人権の課題として、就労に際しての差別、入居･入店拒否問

題、嫌がらせや暴力、差別発言などの問題があるとの指摘があります。言語、文化、

生活習慣、価値観等の相違に起因したこうした問題に加え、人々の意識の中に外国人

に対する差別や偏見、蔑視が少なからず認められます。このため、平成 28 年（2016

年）に「ヘイトスピーチ解消法*」が施行され、不当な差別的言動は許されないこと

を宣言するとともに、さらなる人権教育・啓発等を通じて、不当な差別的言動の解消

に向けた取り組みを推進することとされました。 

また、留学・就労等による一時滞在者のみならず、結婚等により永住する人々も増

加しています。さらに、近年では円安の進行やＬＣＣ（格安航空会社）の就航数増加

などを背景に訪日外国人旅行客が急速に増加しています。 

地域に滞在する外国人の数は今後ますます増加するものと考えられ、異なる国籍・

文化的背景をもつ人々が多様な文化や習慣、価値観等を認め合いながら、同じ地域の

一員として互いに尊敬し安心して暮らすことのできる共生社会*の実現に向けた取り

組みが求められています。 

このため、国際理解を促進し、世界的な視野から自己や地域を見つめることのでき

る態度を養うとともに、国際交流や国際協力の必要性や意義について理解を深め、諸

外国の文化･習慣を理解・尊重し外国人と共に生きるという意識の醸成に努める必要

があります。また、外国人であるという理由で、雇用や生活のさまざまな面で差別や

不便を被ることのないように、また、外国人の人権に配慮できるように、情報の提供

や相談体制などの仕組みの充実も必要とされています。 

 

 

（１）現状と課題 

 市内に在住する外国人の数は、平成 29年（2017年）12月末現在、市民課のデータ

によると、3,070人で、その内 50.0％が中国籍の人で、続いてフィリピン、インドネ

シア、朝鮮及び韓国、ブラジルとなっており、アジア近隣諸国の国籍をもつ人が多く

を占めています。 

こうした中、平成 29 年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」

では、外国人の人権が尊重されていないと感じることについて、「外国の生活習慣や

文化などへの理解不足から、地域社会の受け入れが十分でない」が 56.0％と５割以上

挙げられており、国際理解や交流が必要とされていることがうかがえます。次いで、

「就職や仕事の内容、待遇などで不利な扱いを受ける」も 32.7％となっており、外国
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人が地域で円滑に日常生活を送ることができるよう、相談窓口の整備などの支援を行

う必要があります。 

 本市では、国際理解教育の充実や在住外国人に対する情報提供、相談窓口の整備な

ど、積極的に取り組んでいます。姉妹都市との交流や小中高の児童・生徒の海外派遣

を実施するなど、市民と外国人が直接ふれ合う機会を提供することで、国籍や民族を

問わずすべての人が同じ人間として尊重し合える共生の社会づくりに取り組みます。 

 

 

○外国人の人権が尊重されていないと感じる分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(MA)N=980 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

国際理解教育

の充実 

 民間交流を基調としつつ、姉妹都市レイクランド市との友

好、親善を図り、高校生の海外派遣を推進します。 
イベント交流推進課 

 中学生等の海外派遣及び ALT（外国人英語指導助手）の採

用等を行っており、今後もこれらの国際理解教育関連事業

を行います。特に、2020年度から始まる外国語の教科化に

向けて、ALT と学級担任がしっかりと連携し、子どもたち

のコミュニケーション能力が一層高まるような授業が行

われるよう取り組みます。 

(教）総務課 

民間国際交流

団体等の交流

事業への支援 

 今治市国際交流協会の自立を目指し、側面から支援しま

す。 
イベント交流推進課 

外国人に対す

る情報提供の

充実 

 外国人に対して多種多様な情報発信を行います。 イベント交流推進課 

外国人への生

活支援 

 外国人への生活支援について、外国人への理解を深めると

ともに交流が促進するよう今治市国際交流協会と協力し

ながら対応します。 

イベント交流推進課 

適正な雇用の

確保 

 外国人労働者の適正な雇用がなされるよう、関係機関と連

携して、企業・事業所等へ働きかけを行います。 
営業戦略課 
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７ 患者等の人権 

かつて患者に対する人権侵害や差別が社会問題として、取り上げられることはほと

んどありませんでした。ところが、エイズ患者・ＨＩＶ感染者やハンセン病(元)患者

が、人権侵害を受けたとして訴訟を起こし、国に謝罪を要求し、認められたことがき

っかけとなり、近年、患者の人権問題について議論されるようになってきました。 

しかし、社会的に表面化したことだけが問題ではなく、身近に発生する一般感染症

や難病、精神疾患などさまざまな患者の人権についても同様に守らなければならない

ものです。また、一人一人の市民が患者の立場となったときに、一人の人間としての

尊厳が守られ、平等で最善の医療を受ける権利、病状等について知る権利、プライバ

シーが保護される権利、医療従事者の助言協力を得た上で、治療方法は自分で選択で

きる権利等があることを啓発していかなければなりません。 

 

 

（１）現状と課題 

ハンセン病*については、「恐ろしい、うつる、きたない」といったこの病気に対す

る誤解やそれに基づく偏見が根づよく残っています。そこには、長期にわたる隔離政

策や強制労働による家族・社会基盤の崩壊という歴史的背景があるためであり、患者

の地域社会への復帰や地域との交流を妨げる一因となってきました。また、エイズ*は

当初、同性愛者や麻薬を常用している人に感染者が多かったことから、一般の人には

「関係ない、知りたくない、直視したくない」という風潮が出来あがってしまい差別

が助長されてきた状況があります。 

一般感染症にはコレラ、結核のように過去に流行し現在もなお撲滅されていない病

気やＯ-157*、ＭＲＳＡ感染症*等にみられるように、最近になって発生するようにな

った病気など多種多様なものがあります。単に、病気の危険性や感染力だけが情報と

して伝えられ、感染症に対する正しい知識が市民に提供されない状況では、患者に対

する偏見や差別の温床となりかねません。 

また、難病は、その多くが原因不明で治療法が確定されておらず、医療のみならず

保健・福祉・教育・就業等生活全般にわたってさまざまな問題を生むため、患者や家

族にとって身体的・精神的・経済的な負担の大きさははかり知れないものがあります。

医学の進歩にともない、患者のニーズは経済的支援に加え、在宅療養生活の支援等へ

と多様化してきています。今後、ますます在宅難病患者が多くなると考えられること

から、患者が安心して地域で療養生活がおくれるような環境整備が不可欠となってい

ます。 

その他精神疾患については、患者を取り巻く環境は厳しく、「あの人たちは何をす

るのかわからない怖い人たち」といった無理解と偏見があります。これは隔離収容さ

れた患者が、閉鎖的で外部と交流する機会をもつことができなかったことが原因とも

いえます。また、就職試験を受験する機会が与えられなかったり、資格取得の制限が
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設けられていたりすることがあり、地域生活において制約や人権を無視した対応がと

られやすくなっています。 

エイズ患者・ＨＩＶ感染者及びハンセン病（元）患者をはじめとするさまざまな患

者の人権について、支援・相談体制を整備し、プライバシーの保護、インフォームド・

コンセント*を徹底させ、市民の疾患に対する正しい知識の普及と患者に対する正し

い理解の啓発を行う必要があります。 

平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、エイ

ズ患者やハンセン病（元）患者等の人権が尊重されていないと感じることについて、

「エイズ*やハンセン病*などへの理解不足から、地域社会の受け入れが十分でない」

が 62.1％と最も高くなっています。次いで「悪い噂や病気に関する情報が他人に伝え

られるなどプライバシーが守られない」が 41.0％となっており、正しい知識や理解へ

の啓発不足がうかがえます。 

本市では、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」や「世界エイズデ

ー」、学校におけるエイズ教育など、啓発活動に継続的に取り組んでおり、市民に対

して正しい知識の普及と患者に対する正しい理解の啓発に努めています。 

 また、一般感染症や難病、精神疾患についても正しい知識を普及していくことや患

者への支援を継続して推進します。 

 

○エイズ患者やハンセン病（元）患者等の人権が尊重されていないと感じる分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(MA)N=980 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

一般感染症患

者の人権 

 医師等による健康教育・相談を実施し、情報提供の充実に

努めるとともに、さまざまな機会をとらえ、感染症に関す

るものも含め、幅広く保健の正しい知識の普及に努めま

す。 

健康推進課 
 感染症患者の適切な処遇等、人権意識の向上を図り、イン

フォームド・コンセント*を徹底させ、感染症患者が安心

して医療を受けられるように、医療体制の確立を促進しま

す。また、第２種感染症指定医療機関（今治市医師会市民

病院）の管理運営について、継続して協力します。 

ハ ン セ ン 病

(元)患者の人

権 

 「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」（６

月 22 日）の前後を中心にパンフレットを配布するなど、

市民のハンセン病*に対する正しい知識の普及と患者に対

する正しい理解の啓発を行います。 

健康推進課 

エイズ患者・

ＨＩＶ感染者

の人権 

 市の広報紙を利用した啓発活動とともに、「世界エイズデ

ー」（12 月１日）を中心に、行政・地域医療機関などの窓

口において、パンフレット等を配布するなど、市民のエイ

ズ・ＨＩＶ*に対する正しい知識の普及と患者や感染者に

対する正しい理解の啓発を行います。 

健康推進課 

 学校教育において、人間と性についての基本的な観点か

ら、エイズ・ＨＩＶ*に対する不安、偏見、差別を払拭す

るための教育を行います。 

学校教育課 

難病患者の人

権 

 障がい福祉課や関係機関と連携・協力しながら、さまざま

なニーズに対応できるように努めていきます。必要な方の

相談や訪問指導にも対応していきます。 健康推進課 

 難病に対する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

精神疾患患者

の人権 

 自治会などの各種組織等に今治市地域活動支援センター

「ときめき」等の施設を紹介し、利用を呼びかけます。 

障がい福祉課 

 地域住民との交流の機会を検討し、障がいについての正し

い理解を呼びかけます。 
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８ その他の人権問題 

私たちの周りには、未だに解決しない、あるいは、時代の流れや社会の変化ととも

に生じた、さまざまな人権課題が存在しています。 

「愛媛県人権施策推進基本方針（第二次改訂版）」（平成 27 年３月）では、ここま

で挙げた 1「同和問題」から 7「患者等の人権」以外にも、以下のような重要課題が

挙げられています。 

 

  ○犯罪被害者等の人権問題 

  ○性的マイノリティ*の人権問題 

  ○インターネットによる人権侵害 

  ○北朝鮮による拉致問題 

  ○被災者の人権問題 

  ○刑を終えて出所した人の人権問題 

  ○アイヌの人々の人権問題 

  ○ホームレスの人々の人権問題 

  ○人身取引の人権問題 

 

 また、これらの人権問題の他に、婚外子等に対する偏見差別の問題、職場での権力

や地位を利用した嫌がらせ（パワー・ハラスメント*）など、多くの課題が存在して

います。これらの人権侵害や、社会環境の変化に伴い新たに生じる人権侵害に対して

も理解と認識を深め、あらゆる機会を通じて人権教育・啓発を行うとともに、それぞ

れの人権侵害の状況に応じた取り組みが必要となっております。 

このため、基本的に何が人権問題なのかを柔軟に判断できる知識や感性を育てると

ともに、お互いに一人一人の違いを認め合い、個人の尊厳を守るという原則を基調と

しながら、社会をみんなで支えていく「共生社会*」の実現に向けて取り組むことが

重要です。 

  

 

（１）現状と課題 

 平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、関心

のある人権問題について、「障がいのある人」「高齢者」「子ども」「女性」以外では、

「インターネットによる人権侵害の問題」や「北朝鮮に拉致された被害者等に関する

問題」「犯罪被害者やその家族に関する問題」についても多く挙げられています。高

度情報化社会や北朝鮮による拉致問題など、社会情勢を強く反映した結果となってい

ます。 

 本市では、あらゆる偏見差別のない社会の実現に向け、国や県などと連携しながら、

さまざまな人権問題に対する対応と啓発を推進します。 
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○関心のある人権問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

(MA)N=980 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

さまざまな人

権問題の把握

と対応に関す

る啓発 

 刑を終えて出所した人、婚外子等に対する偏見差別の問

題、犯罪被害者やその家族に対する人権侵害や心の傷の問

題など、さまざまな人権問題について、一人一人の人権が

尊重され、あらゆる偏見差別のない社会の実現に向け、市

民全般に正しい認識を持ってもらえるよう、人権啓発活動

を推進します。 

人権啓発課 

アイヌの人々

に対する理解

の促進 

 アイヌの人々に対する偏見や理解不足から、就職や結婚な

どにおける差別等の人権問題が依然として存在していま

す。先住民族であるアイヌの人々の歴史、文化、伝統及び

現状に関する認識と理解を深めるための啓発活動やさま

ざまな学習機会を充実し、情報提供を行います。 

人権啓発課 

学校教育課 

インターネッ

ト利用意識の

啓発 

 広く市民に向け、インターネットなどは、瞬時に不特定多

数の人が閲覧できることを十分理解し、一人一人が情報モ

ラルを守り、人権侵害をするような情報の発信等をしない

よう意識啓発に努めます。 

人権啓発課 

社会教育課 

パワー・ハラ

スメント * の

防止に向けた

啓発 

 各種企業参加の研修会等において、パワー・ハラスメント*

の事例やそれを取り巻く現状と課題、被害者の支援及び防

止策について、それぞれの職場でパワー・ハラスメント対

策の検討が進むよう、啓発に努めます。 

人権啓発課 

社会教育課 

 職場におけるパワー・ハラスメント*の防止等に関する要

綱に基づき、防止に向けた内容を周知します。今治市パワ

ー・ハラスメント*等相談員設置要領を定め、相談を行う

とともに、相談員の配置や防止に向けた内容の周知も行い

ます。 

人事課 

北朝鮮による

拉致問題への

意識啓発 

 拉致問題の解決にあたっては、国内外の関心を喚起させる

ことが重要であることから、国、県はもとより関係団体と

の連携を緊密にしながら、この問題に対する市民の認識を

深めてもらえるよう、意識啓発に努めます。 

人権啓発課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

性的マイノリ

ティ * に対す

る理解の促進 

 性的マイノリティの中でも、レズビアン（女性の同性愛

者）、ゲイ（男性の同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛

者）、トランスジェンダー（身体の性と心の性が一致しな

い、身体の性と生きようとする性が異なる人）の頭文字を

とったＬＧＢＴが知られるようになってきましたが、性別

や性的指向に関わらず、その人自身が自分らしく生きてい

くための権利が尊重されるよう、偏見や差別をなくすため

の効果的な教育、啓発に努めます。 

人権啓発課 

社会教育課 

学校教育課 

被災者への支

援体制 

 出前講座、防災訓練の実施などを通じ、災害時における人

権への配慮について啓発に取り組みます。 

防災危機管理課 

 要配慮者も含め、避難者が迅速かつ安全に避難できるよ

う、避難対策を講じるほか、避難所運営における要配慮者

への配慮や、女性の参画推進、男女のニーズの違いや子育

て家庭への配慮など、人権に配慮し被災者の視点に立った

支援や体制の構築を促進します。また、避難が長期化した

場合には、国、市町等と連携して、コミュニティの維持回

復、心身のケア等生活全般に渡って、人権に配慮したきめ

細やかな生活再建のための支援を講じます。 

 

 

 

 

 

 


